
洞爺湖サミットから発信
低炭素社会実現に向けて



北北海海道道洞洞爺爺湖湖ササミミッットト
2008年6月、北海道洞爺湖においてG８サミットが開催されました。
世界規模で議論した“地球環境問題”解決に貢献するため、
NEDOは長期的視野をもって技術開発に取り組んで参ります。

サミット参加国の首脳配偶者による「ゼロエミッションハウス」
ご視察の様子

「ゼロエミッションハウス」外観

理事／エネルギー・環境技術本部
小井沢 和明
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先般、地球温暖化対策を焦点に洞爺湖サミットが開催さ

れましたが、以前より、ＮＥＤＯはエネルギー分野・環境

分野については相当重点をおいてやってきました。

特に3年前から原油価格高騰の影響で新エネルギー・省エ

ネルギーが言われるようになり、京都議定書の発効、地球

温暖化対策、エネルギー・環境分野の技術に関する関心が

さらに高まり、ＮＥＤＯとしてもいろいろ仕事のやり方を

変えながら、この状況の変化に対応してきております。

技術開発そのものは非常に長期間、時間がかかるもので

すし、少し力を入れたからといってすぐに成果が上がるも

のでもありません。着実に今までやってきた技術開発の成

果がこのタイミングで各所で花開いてきた、というような

状況になってきたと思います。

洞爺湖サミットでは、ＮＥＤＯとして今までやってきた

技術開発の成果を発信する良い方法はないか、一般の方に

も分かりやすく見ていただくにはどういうのが良いか、と

いうことを考えてみたところ、身近な“家”で表現しよう

という企画になりました。（「ゼロエミッションハウス」p.5

参照）

例えば、目立たないですが、断熱のガラス。非常に高性

能のガラスで、50cmの厚さの壁に相当するような断熱効

果を持つ窓ガラスです。それから、将来の照明器具。蛍光

灯の時代が長く続いてきましたが、それよりも省エネ効果

の高い有機ＥＬ照明が、そろそろ実用段階を迎えようとし

ています。これはゼロエミッションハウスではシャンデリ

アのような形のものを展示しましたが、面が光るという今

までにない照明としても新しい使い方がでてくるのではな

いかという期待もあります。

省エネと言うと我慢をしなければいけないというイメー

ジがありますが、このように使い方によっては新しいライ

フスタイルに繋がるような技術があるということも発信で

きたのではないでしょうか。

サミット開催地となった北海道で、ＮＥＤＯは多くの新

エネプロジェクトを実施していますが、サミットイヤーで

ある今年はこれをＰＲするいいチャンスと捉え様々な試み

を行いました。

例えばサミット直前に開催した「雪氷エネルギー国際シ

ンポジウム」でも議論されましたが、雪や氷の冷熱を上手

く使うという大変おもしろい技術があります。この技術を

利用し、サミットのメディアセンターにも雪を置いて、そ

れを冷房に使いました。

また、ＮＥＤＯは稚内市でメガソーラーという5000ｋｗ

級の日本で最大規模の太陽光発電所のプロジェクトを進め

ているのですが、そこで発生した電気をグリーン電力証書

を活用してゼロエミッションハウスで使いました。

S U M M I T  S P E C I A L  

サミットに向けて－－NEDOの取組み－－

IEA田中事務局長へ新エネ・省エネ技術について説明する
NEDO小井沢理事



契機として、その後もきちんと繋げていくことが何より大

事だと思っています。

新エネ・省エネ・地球温暖化対策というのは、エネルギ

ー環境技術分野だけではなくて、社会システムを変えてい

くなど、様々な分野での対応が必要で、ＮＥＤＯが全部で

きるわけではありませんが、少なくとも技術の面ではＮＥ

ＤＯが中心的な存在として、今まで以上にこの分野の技術

開発を進めていきたいと思います。

新エネルギーの１つである太陽光発電は、現在日本が世

界最高レベルの技術を持っていますが、世界的な関心の高

まりによって、世界各国から多くのプレイヤーが開発に参

加するようになってきています。今までの日本の技術の優

位性や、世界トップだということを言っていられません。

しかし逆にそれはチャンスでもあって、いろいろな人が技

術開発を競うことによって、太陽光発電のコストが下がり

効率がよくなり世界的に普及していくことに繋がっていけ

ば良いと考えます。

そういう中で日本は、やはり技術の面で次のステップ、

太陽光発電の次の新しいタイプ、さらに次のタイプ、とい

うように世界に先駆けてどんどん取り組み、この分野での

日本の技術をこれまで以上に世界に発信し高めていける力

があると信じています。

ＮＥＤＯはエネルギー・環境分野だけではなく、電子・

情報分野、ナノ・材料分野など産業技術全般を網羅した事

業を展開しています。例えば、ナノ・材料技術開発は、新

エネ・省エネ技術の基礎をなすものであり、また電子情報

分野での省エネも必要です。そういった意味でもＮＥＤＯ

全体で一丸となって技術開発を進め、エネルギー・地球環

境問題へ対応し、世界へ貢献していきたいと考えています。

（取材日2008年７月24日）

サミット期間中には、世界各地からの来場者の方々にお会

いましたが、世界各地当然のことながら気象条件やエネルギ

ーの利用状況も全然違う国から来られた方達が、様々な観点

から関心を持っていただいて、様々な見方があるという実感

を得ました。

日本では非常にいい新エネ・省エネ技術で是非海外普及し

たいと思っても、エネルギー価格が非常に安い国ではなかな

か受け入れられません。また当然のことながらその地域にど

ういう資源があるかが問題です。

たとえばタイではサトウキビのカスからエタノールを作っ

てアルコールを作るというプロジェクトが非常に進んでいま

すが、同じ技術をインドに持っていっても、気象条件、工場

の規模の違いなどで、話がすんなり行くわけではありません。

相手の国の状況を見ながら技術導入の方法を探っていかなけ

ればならないのです。

今回ＮＥＤＯが洞爺湖サミットで紹介したのは最先端の技

術で、先進国の方々にはすぐに身近に取り入れられるという

形で、関心を強く持っていただけたと思いますが、経済的に

これからという新興国の方々にとってみると、まだ先の技術

と捉えられたかもしれません。新興国の方々は、もちろん自

分達の経済活動を阻害するような形での国際的な取組みと言

うのは大変抵抗感を持っていると思いますけれども、しかし、

それでも、エネルギーを効率的に使うという技術には非常に

興味を示されていました。

今年はサミットイヤーということで、この3月に、地球環

境問題を解決するための技術としての貢献、それも長期的な

貢献が非常に重要であるということで、ＮＥＤＯも全面的に

協力し、「Cool Earth－エネルギー革新技術計画」というの

が経済産業省で纏められました。ここでは21の技術開発テ

ーマが挙げられていますけど、そのうち19テーマは、ＮＥ

ＤＯが中心的な立場になって推進するものになります。

さらにはサミット直前6月には、日本として取り組むべき

課題、福田ビジョンが提唱され、その中ではＮＥＤＯが予ね

てから技術開発に力を入れてきた太陽光発電について更に日

本国内で普及を進めていくという、かなり意欲的な計画が出

されました。

こういった新エネ・省エネに対する期待、そして日本国内

でやらなければいけないこと、さらに世界各国からの期待と

いうものを、この場限りには絶対せずに、サミットを一つの

4

S U M M I T  S P E C I A L  

各国の訪問者の反応は－－

「ゼロエミッションハウス」内で主要な技術について説明をお聞きに
なる福田総理大臣・ご婦人

2050年の長期目標に向けて
－－ＮＥＤＯが重点的に取り組む課題－－



北海道洞爺湖サミット期間中、NEDOと（独）産業技術総合研究所は、企業・団体の協力を得て、太陽光発電、燃料電池、有機EL照明な
どの先端技術を備えた近未来型エコ住宅『ゼロエミッションハウス』を設置し、世界に向けてわが国の優れたエネルギー・環境技術を紹介
しました。
ご来場いただいた皆様からは、「これらの技術により、地球温暖化の防止が可能であると感じた。」、「ゼロエミッションハウスの技術を本国
でも紹介したいと思った。」などのご意見を頂きました。サミット終了後は、茨城県にある積水ハウス(株)資源循環センターに移設し、県
が進める「次世代エネルギーパーク」構想の展示施設として、一般公開する予定です。

ZERO
EMISSION
HOUSE

北海道洞爺湖サミットで“近未来型エコ住宅”を紹介
～世界最高水準のエネルギー・環境技術を発信～

【協賛企業・団体】

（有）アイバン、アキレス（株）、（株）ＩＮＡＸ、（株）ＥＮＥＯＳセルテック、（株）荏原製作所、ＭＲＣ・ホームプロダクツ（株）、カゴメ（株）、キヤノン（株）、九州電力（株）、グリーンライフ２１・プロジェクト、サッポロビール（株）、

サンウェーブ工業（株）、三洋電機（株）、シャープ（株）、（財）新エネルギー財団、新東（株）、新日本石油（株）、積水ハウス（株）、積水化学工業（株）、（株）セブン＆アイ・ホールディングス、ゼファー（株）、ソニー（株）、太平洋セメント（株）、

（株）知能システム、東京ガス（株）、東芝キヤリア（株）、トヨタ自動車（株）、日本電気（株）、日本板硝子（株）、日本自然エネルギー（株）、日本テレコミュニケーションシステム（株）、日立アプライアンス（株）、（株）日立製作所、

富士通（株）、北海道ガス（株）、本田技研工業（株）、松下電器産業（株）、松下電工（株）、（株）マテリアルハウス、三菱重工業（株）、三菱電機（株）、（財）山形県産業技術振興機構有機エレクトロニクス研究所

②家庭用燃料電池システム
トヨタ自動車（株）

③ポータブルリチウム
電源装置
九州電力（株）
三菱重工業（株）

④太陽光発電システム
積水ハウス（株）

⑤調湿建材
（株）ＩＮＡＸ

⑦ハイブリッド断熱ボード
アキレス（株）、松下電器産業（株）

⑧間伐材・廃棄木材利用木質材料
積水化学工業（株）

⑨エコセメント
太平洋セメント（株）

⑩光ダクトシステム
（株）マテリアルハウス

⑥高効率ヒートポンプ給湯機
松下電器産業（株）

⑫有機ＥＬ照明
有機エレクトロニクス研究所

⑬次世代省エネ液晶テレビ（試作機）
シャープ（株）

⑭計画換気システム
積水ハウス（株）

①小型風力発電機
ゼファー（株）
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●3 ●2

⑪家庭用燃料電池システムによる足湯
（左端は新藤前経済産業副大臣）

今秋より、大手住宅各社が省エネ住宅の販売を本格化する見通しです。洞爺湖から発信したエコ住宅を足がかりに、普及が加速する
よう、NEDOはさらに技術開発を進めて参ります。

●12

検　索NEDO ゼロエミッションくわしくはこちらへ
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「ゼロエミッションハウス」の魅
力を語っていただいた温暖化防
止研究所の石田建一所長（中央）
東京設計部の細井英夫部長
（右）、東京設計部の藤田弘樹チ
ーフデザイナー（左）

「ゼロエミッションハウス」に採
用された地震動エネルギー吸収
システム（写真左の構造体）を
説明する石田所長と細井部長。
このシステムは、家を破壊しよ
うとする地震の力をエネルギー
として考える発想により、地震
の揺れにブレーキを掛け、揺れ
を吸収し熱として放散する技
術。

「ゼロエミッションハウス」は、日本が誇る世界最高水準のエネルギー・
環境技術の粋の全てが結集した近未来型住宅として、
洞爺湖サミット会場と同じフイールドのルスツ高原に建設し、内外のお客様へ公開された。
計画から施工に至る内容を積水ハウス（株）で伺った。
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は、施主は自分の家の個性を選べません。

ですから、私たちは建物の外観を壊さない

瓦型の太陽電池にしました。これにより、

周辺の街並にも自然環境にも配慮できるの

です。また、躯体に採用した地震動エネル

ギー吸収システム「シーカス」は、大地震が

来ても建物への被害を最小限に抑えます。

壊れないというのもエコなのです。さらに

現在開発中の屋根緑化を組み合わせ、後ろ

から見ても緑で美しい家にしました。」と石

田所長。

建設を担当した東京設計部の藤田弘樹チー

フデザイナーから当時のお話を伺いました。

「3月に「ゼロエミッションハウス」建設

が決まってから7月のサミットまでに間に

合わせなければならならず、しかも北海道

では雪解けの一番あわただしい時期に、設

計プランの構築、建設地の調整などを細か

く行いました。NEDOさんだけでなく、経

済産業省、外務省など関係省庁とメールや

電話で連絡を取り合いましたが、日本を世

界にアピールするために、各方面からレベ

ルの高い要求がだされ、それらを設計に反

映させることに苦労しました。また、建物

の中には様々な技術が入っていますが、そ

れらがうまく調和するような工夫も行いま

した。瓦職人や先端技術に精通した応援部

隊も現地へ送り込みましたが、工事部隊は

相当苦労したものと思います。一か月半余

り、無我夢中でこの事業を成功させていこ

うとの気持ちで一杯で、このプロジェクト

を通じて、国を挙げて取り組む事業の大変

さと醍醐味を味わうことができました。」

積水ハウス株式会社

温暖化防止研究所　所長
石田　建一
東京設計部・部長
細井　英夫
東京設計部・チーフデザイナー
藤田　弘樹

2050年を見据えた、
日本独自の工業化住宅

「ゼロエミッションハウス」に設置された
瓦と太陽電池が一体となった太陽光発電
システム。NEDOが一貫して技術開発し
てきた太陽光発電の普及を加速させる、
屋根材と一体化した美しいデザインが海
外のお客様の関心を呼びました。向う側
の屋根には開発中の屋根緑化を設置。
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未来のために今我々が成すべきこと

「この技術があれば全てが解決するという

ものはありません。しかし、様々な技術を

組み合わせて最大限努力をすれば、ゼロエ

ミッションは達成出来るということをこの

「ゼロエミッションハウス」では示したかっ

たのです。政府が言っている「2050年ま

でに世界全体の温室効果ガスの排出量を少

なくとも50％削減する」ために今、われわ

れ住宅メーカーは何をすべきか－－住宅は

CO２排出ゼロになるように設計すべきでし

ょう。私どもはそういう家を提供する。つ

まり40年先のことを考えた住宅を今、提供

していく責務があります。しかしいくら素

晴らしい省エネ住宅でも一棟や二棟ではダ

メで、普及しないと大きな効果は得られま

せん。つまり、私どもの責任はこのような

住宅を一万棟、二万棟建てていくことによ

って意味づけられると自負しています。瓦

型太陽電池パネルと屋根緑化を組み合わせ

た住宅が立ち並ぶ、日本の美しい景観も実

現できるでしょう。」と結ぶ石田所長の発言

には、大きな志を感じずにはいられません。

「ゼロエミッションハウス」を、日本の平

均的な温暖地に建てると電力の半分が余る

グリーンエネルギーを創り出す住宅である

との説明は、存在するだけで「発電所」の役

割を担っていることを実感させてくれます。

サミット会期中は、一般公開が実現しな

かった「ゼロエミッションハウス」ですが、

2008年11月の一般公開に向けた準備が進

んでいます。茨城県にある積水ハウス資源

循環センターの敷地に地球環境を考えるア

クセス先が登場します。

（取材日2008年7月31日）

「ゼロエミッションハウス」の通り土間には、廃棄木材を再生した材料と高効率LED照明といった
環境負荷の低減に大きく貢献する次世代のエコ技術と自然がはぐくむ風を提案していきました。

洞爺湖から世界へ
“和”のゼロエミッションを実物で提案

洞爺湖サミットで「ゼロエミッションハ

ウス」を設置することが決まった時、「私

たちは近未来のエコハウスという企画を提

案しました。全体としては、現代的な“和”

を感じていただいて海外のお客様が帰国さ

れた時に「参考にしよう」とか、「導入した

いな」と感じていただけるコンセプトで企

画しました。さらに工業化住宅という日本

独自の建築物をアピールしたいと考えまし

た」と同社の温暖化防止研究所、石田建一

所長は、企画への思いを語ります。東京設

計部の細井英夫部長も「企画をもとに、外

壁は昔から日本の住宅に使われてきた黒塀

をイメージさせながら工業化色を払拭した

ものにし、かつて、日本家屋に多く見られ

た南北の風の通り道を作る通り土間を建物

の中央に配置し、平屋造りの建物の向こう

には裏庭が抜けて見えているといった自然

の景観を最大に生かしたコンセプトを組み

立てていきました」と説明してくれました。

官民一丸となって
日本のPRに取り組む

「この「ゼロエミッションハウス」には私

どもの思いがいっぱい詰まっています。例

えば、これからの戸建て住宅は全ての屋根

に太陽電池を付けて欲しいと私たちは考え

ています。しかし従来の太陽光パネルの架

台を屋根に置くような後付けシステムで
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「ゼロエミッションハウス」の魅
力を語っていただいた温暖化防
止研究所の石田建一所長（中央）
東京設計部の細井英夫部長
（右）、東京設計部の藤田弘樹チ
ーフデザイナー（左）

「ゼロエミッションハウス」に採
用された地震動エネルギー吸収
システム（写真左の構造体）を
説明する石田所長と細井部長。
このシステムは、家を破壊しよ
うとする地震の力をエネルギー
として考える発想により、地震
の揺れにブレーキを掛け、揺れ
を吸収し熱として放散する技
術。

「ゼロエミッションハウス」は、日本が誇る世界最高水準のエネルギー・
環境技術の粋の全てが結集した近未来型住宅として、
洞爺湖サミット会場と同じフイールドのルスツ高原に建設し、内外のお客様へ公開された。
計画から施工に至る内容を積水ハウス（株）で伺った。
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は、施主は自分の家の個性を選べません。

ですから、私たちは建物の外観を壊さない

瓦型の太陽電池にしました。これにより、

周辺の街並にも自然環境にも配慮できるの

です。また、躯体に採用した地震動エネル

ギー吸収システム「シーカス」は、大地震が

来ても建物への被害を最小限に抑えます。

壊れないというのもエコなのです。さらに

現在開発中の屋根緑化を組み合わせ、後ろ

から見ても緑で美しい家にしました。」と石

田所長。
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積水ハウス株式会社

温暖化防止研究所　所長
石田　建一
東京設計部・部長
細井　英夫
東京設計部・チーフデザイナー
藤田　弘樹

2050年を見据えた、
日本独自の工業化住宅

「ゼロエミッションハウス」に設置された
瓦と太陽電池が一体となった太陽光発電
システム。NEDOが一貫して技術開発し
てきた太陽光発電の普及を加速させる、
屋根材と一体化した美しいデザインが海
外のお客様の関心を呼びました。向う側
の屋根には開発中の屋根緑化を設置。
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未来のために今我々が成すべきこと
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（取材日2008年7月31日）
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未来を照らす有機EL照明

未来を照らすあかり「有機EL」

有機EL（Organic Electoro-Luminescence）

は名前のとおり、有機物の電界発光を利用

した技術および製品です。最初の論文が発

表された1963年以降、基礎研究は脈々と

続けられましたが、87年にイーストマン

コダックのグループが薄膜型の発光素子で

効率を飛躍的に向上させたことで、日本の

企業・大学でも研究が活発化します。

私がアメリカでドクターを取り、助手と

して山形大学に来た89年はちょうど有機

ELの研究が活発になり始めたころでした。

そのころの研究テーマはいわゆる発光体・

蛍光体です。クラシックな蛍光体はアクリ

ルに分散すると透明な基板ができ、UV

（紫外線）を照射するとピカピカ光ります。

UVを当てるのではなく電気で光らせると

面白いのではないかと、非常に単純な発想

から有機ELに興味を持ち、助手になってか

ら本格的に研究を始めました。

そして93年、われわれの研究チームは

偶然、白く光る有機EL素子を発見します。

これまでRGB（赤・緑・青の三原色）色素

の混合では不可能といわれていた常識を打

ち破る、世界で初めての開発でした。

これまで白熱電球や蛍光灯を使い分けて

きたように、今後はスポットライトのよう

な指向性の強い光はLED（発光ダイオード）

が担い、柔らかく全体を照らす面的な光は

有機ELが担っていくことになるでしょう。

世界での優位性を保持できるか

最近よく取り上げられている有機ELディ

スプレイと、我々の有機ＥＬ照明とは発光

体は同一であり、応用が違うだけで基本的

な技術は一緒です。ディスプレイは市場に

出れば単価は高くなるものの、出荷量はそ

れほどでもありません。一方、照明は、単

体では安価でも市場的にはディスプレイの

数十倍ものボリュームがあります。わかり

やすく言うと、ディスプレイは一家に数台

ですが、照明はどの部屋にも必ずあるので、

それほどの需要があるのです。また製造装

置にしても、ディスプレイのラインが数本

であるのに対し、照明用のパネルを大量に

生産するためには、われわれの試算によれ

ばおよそ200～300のラインが必要になり

ます。蛍光灯をすべて有機ELに取り替えよ

うとした場合、装置メーカーにとっても市

場は莫大なものになり、経済的なインパク

トは図り知れません。もちろん、有機EL照

明は蛍光灯に比べて理論的には1/4～1/5

程の省エネが実現できるわけですから、地

球温暖化にも貢献できます。現在は有機EL

のディスプレイ関連製品が先行して市場に

出始めていますが、有機EL照明も昨今の省

エネ機運の高まりとともに、本格的な市場

投入も目に見えてきていると感じています。

照明における世界的な動向を見ると、特

にドイツでは環境に対する配慮――蛍光灯

に使われている水銀などの使用禁止物質や

省エネ――から有機ELに注目が集まってい

ます。5年間で160億円という予算を拠出

して開発のピッチを加速していますが、総

じてまだ日本のレベ

ルには達していませ

ん。日本は今後、こ

のまま加速していけ

ばつねに先頭を走れ

るでしょう。しかし、

中途半端なプロジェ

クトや投資では一気

に抜かれてしまうこ

ともなきにしもあら

ずで、いまこそ国の

適切な判断が求められています。

山形を元気にーー
地方再生を担う有機EL研究所

2003年、有機エレクトロニクス研究所

が山形県米沢市に設立され、私は所長に就

任しました。山形は人口が減少し、工業出

荷も減り続けるなか倒産する企業が相次

ぎ、笑いごとではないほどジリ貧な状況で

す。そんな状況下にあって、山形大学では

有機ELの研究が活発に行われ、NEDOプロ

ジェクトである「高効率有機デバイス開発」

にも全国から企業が集結しています。そこ

で、この新しい力を何とか県のために役立

てられないかという要請を受け、立ち上げ

られたのが同研究所です。また、研究所で

開発した技術をベースに、さまざまな企業

とともに新しい産業を興すことを目的とし

た「山形有機エレクトロニクスバレー構想」

も策定されました。キーワードは「有機EL

で山形県を元気にする」です。

実は県内にはNECや旭硝子、シャープの

関連会社など、電子機器や精密機械の分野

で高い技術も持っている企業があることが

わかりました。秘めたるポテンシャルを有

する場所で、地の利を生かさない手はあり

ません。役割分担としては、昨年、有機デ

バイス工学専攻を設置した山形大学が素材

などの基礎研究を手がけ、（財）山形県産

業技術振興機構の開設した有機EL研究所が

製品開発に直結する実用化研究を担当、既

存もベンチャーも合わせた企業サイドが実

際の製造販売を行うという構図です。さら

にいえば、有機デバイス工学を勉強したい

優秀な学生が全国から集まり、県内で就職

して家庭を持つようになれば、それがその

まま山形県の活性化にもつながる一石三鳥

のプロジェクトになるはずです。

開発のロードマップ

有機EL照明は、パネルの発光効率を蛍光

灯と同レベルにするとともに、大量生産に

向けた製造ラインを

構築することが第一

の目標です。それま

ではデザイン性に優

れ、価格的にもハイ

グレードな製品が先

鞭をつけることにな

りますが、3～4年

後には一般家庭用の

器具になっている可

能性も十分ありま

す。一日も早い実用化に向け研究開発にか

なり力を入れています。

科学の面白さを
次世代の子供たちへ

有機EL研究の面白さは、結果が目で見え

ることです。フラスコを振って合成した材

料が、うまくいったときには光り具合で瞬

時にわかります。たとえ光ったとしても―

―もちろん設計の段階ではいい材料だと信

じているわけですが――すごく光るかそこ

そこなのかは実際にやってみないとわりま

せん。そういう意味では他人から見ると苦

労しているように思われるかもしれません

が、プラモデルをつくるのと一緒で、われ

われは楽しんで実験していますからね。徹

夜することもままありますが、実験は半分、

趣味みたいなものです（笑）。加えて、基

礎研究の段階から製品化に至るまで一貫し

て立ち会えることも有機ELの醍醐味で、こ

れは大学の研究者ではかなり珍しいケース

ではないでしょうか。いま、私が抱いてい

る夢はふたつあります。有機ELでは当然な

がら、さまざまな効率を上限にまで高めた

製品を世に送り出し、それを見届けること。

そしてもうひとつは、科学の面白さを子ど

もたちに伝える教育に携わることです。こ

れからは、次の世代の人材を育てることも

私の役目ではないかと思っています。

（取材日：2008年7月30日）2

発光性の有機物が、電気の刺激を受けて光る現象を利用した有機EL。当初は薄型ディスプレイでの実用化が最
有力と考えられていたが、1993年、山形大学工学部高分子化学科の助手だった城戸淳二さんが白色発光を得
ることに成功し、照明としての用途が急浮上。ガラスの薄い板が放つ白い光は、白熱電球でも蛍光灯でもない
新しいあかりになり得ると、瞬く間に脚光を浴びることとなる。実用化を間近に控えた有機EL照明について、
“生涯有機EL一直線”を自認する城戸先生にお話を伺った。

有機EL照明の特長
１.薄い
有機層は～0.1ミクロン

２.面発光
有機発光物を蒸着させることで、
広範囲な面発光が可能

３.明るい
発光効率は現状で白熱電球程度、
理論限界は蛍光灯の2倍以上

４.曲がる
有機発光物を蒸着する基板を曲が
る材料にすることで自由に曲げら
れます

５.多彩な発光色
有機発光物の組み合わせにより、
自由な発光色を実現できます

６.低消費電力
駆動電圧は3～4V。低消費電力の
ため、実用化が進めば省エネルギ
ーに貢献

７.自然光に近い
蛍光灯のような鋭い線状のスペク
トルとは異なり、より自然なもの
の見え方をし、自然な色合いも再
現しやすい光源です。紫外線を含
まないため目にやさしく、衣類や
印刷物が褪色せず、虫が寄りつき
にくくなります

８.環境にやさしい
水銀などの有害物を含まないため
環境汚染の心配もありません
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1959年大阪府生まれ。1993年世
界で初めて白色有機ELの開発に成
功。有機EL研究・開発の第一人者
として大学で教鞭をとる傍ら、有機
エレクトロニクス研究所所長として
経済産業省や山形県などとの複数の
産官学プロジェクトのリーダーを務
め、事業化を推進する中心的役割を
果たす。

有機EL照明の仕組み
有機EL照明パネルは、ガラス基板上
に形成された有機EL素子層に伝熱・
放熱機能を備えた封止構造、さらに
はガラス基板からの光の取り出し効
率を向上させる光学フィルムなどを
組み合わせた構成になっています。
有機EL素子層はITO(透明導電膜)な
どの透明電極の上に、有機層として
正孔注入層、正孔輸送層、発光層、
電子注入・輸送層などを順次積層し
構成されます。その上にアルミニウ
ムなどの金属を積層し陰極とします。
この陽極と陰極に電圧を印可すること
で、それぞれの電極から正孔と電子が
各有機の注入、輸送層に運ばれ、発光
層内で結合します(電荷再結合)。その
結合の際に発生するエネルギーにより
発光層内の分子が励起され、励起状態
から基底状態に戻る際にこのエネルギ
ーを光として放出するため発光しま
す。
※参考:有機エレクトロニクス研究所HPより

http://www.organic-electronics.jp/about/ellight/

城戸　淳二

山形大学 大学院理工学研究科
有機デバイス工学専攻教授

（財）山形県産業技術振興機構
有機エレクトロニクス研究所 所長

「ゼロエミッションハウス」に導入された
有機ELペンダント照明『EL-Chandelier』

有機EL照明について熱く語る城戸教授
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企業・大学でも研究が活発化します。

私がアメリカでドクターを取り、助手と

して山形大学に来た89年はちょうど有機

ELの研究が活発になり始めたころでした。

そのころの研究テーマはいわゆる発光体・

蛍光体です。クラシックな蛍光体はアクリ

ルに分散すると透明な基板ができ、UV

（紫外線）を照射するとピカピカ光ります。

UVを当てるのではなく電気で光らせると

面白いのではないかと、非常に単純な発想

から有機ELに興味を持ち、助手になってか

ら本格的に研究を始めました。

そして93年、われわれの研究チームは

偶然、白く光る有機EL素子を発見します。

これまでRGB（赤・緑・青の三原色）色素

の混合では不可能といわれていた常識を打

ち破る、世界で初めての開発でした。

これまで白熱電球や蛍光灯を使い分けて

きたように、今後はスポットライトのよう

な指向性の強い光はLED（発光ダイオード）

が担い、柔らかく全体を照らす面的な光は

有機ELが担っていくことになるでしょう。

世界での優位性を保持できるか

最近よく取り上げられている有機ELディ

スプレイと、我々の有機ＥＬ照明とは発光

体は同一であり、応用が違うだけで基本的

な技術は一緒です。ディスプレイは市場に

出れば単価は高くなるものの、出荷量はそ

れほどでもありません。一方、照明は、単

体では安価でも市場的にはディスプレイの

数十倍ものボリュームがあります。わかり

やすく言うと、ディスプレイは一家に数台

ですが、照明はどの部屋にも必ずあるので、

それほどの需要があるのです。また製造装

置にしても、ディスプレイのラインが数本

であるのに対し、照明用のパネルを大量に

生産するためには、われわれの試算によれ

ばおよそ200～300のラインが必要になり

ます。蛍光灯をすべて有機ELに取り替えよ

うとした場合、装置メーカーにとっても市

場は莫大なものになり、経済的なインパク

トは図り知れません。もちろん、有機EL照

明は蛍光灯に比べて理論的には1/4～1/5

程の省エネが実現できるわけですから、地

球温暖化にも貢献できます。現在は有機EL

のディスプレイ関連製品が先行して市場に

出始めていますが、有機EL照明も昨今の省

エネ機運の高まりとともに、本格的な市場

投入も目に見えてきていると感じています。

照明における世界的な動向を見ると、特

にドイツでは環境に対する配慮――蛍光灯

に使われている水銀などの使用禁止物質や

省エネ――から有機ELに注目が集まってい

ます。5年間で160億円という予算を拠出

して開発のピッチを加速していますが、総

じてまだ日本のレベ

ルには達していませ

ん。日本は今後、こ

のまま加速していけ

ばつねに先頭を走れ

るでしょう。しかし、

中途半端なプロジェ

クトや投資では一気

に抜かれてしまうこ

ともなきにしもあら

ずで、いまこそ国の

適切な判断が求められています。

山形を元気にーー
地方再生を担う有機EL研究所

2003年、有機エレクトロニクス研究所

が山形県米沢市に設立され、私は所長に就

任しました。山形は人口が減少し、工業出

荷も減り続けるなか倒産する企業が相次

ぎ、笑いごとではないほどジリ貧な状況で

す。そんな状況下にあって、山形大学では

有機ELの研究が活発に行われ、NEDOプロ

ジェクトである「高効率有機デバイス開発」

にも全国から企業が集結しています。そこ

で、この新しい力を何とか県のために役立

てられないかという要請を受け、立ち上げ

られたのが同研究所です。また、研究所で

開発した技術をベースに、さまざまな企業

とともに新しい産業を興すことを目的とし

た「山形有機エレクトロニクスバレー構想」

も策定されました。キーワードは「有機EL

で山形県を元気にする」です。

実は県内にはNECや旭硝子、シャープの

関連会社など、電子機器や精密機械の分野

で高い技術も持っている企業があることが

わかりました。秘めたるポテンシャルを有

する場所で、地の利を生かさない手はあり

ません。役割分担としては、昨年、有機デ

バイス工学専攻を設置した山形大学が素材

などの基礎研究を手がけ、（財）山形県産

業技術振興機構の開設した有機EL研究所が

製品開発に直結する実用化研究を担当、既

存もベンチャーも合わせた企業サイドが実

際の製造販売を行うという構図です。さら

にいえば、有機デバイス工学を勉強したい

優秀な学生が全国から集まり、県内で就職

して家庭を持つようになれば、それがその

まま山形県の活性化にもつながる一石三鳥

のプロジェクトになるはずです。

開発のロードマップ

有機EL照明は、パネルの発光効率を蛍光

灯と同レベルにするとともに、大量生産に

向けた製造ラインを

構築することが第一

の目標です。それま

ではデザイン性に優

れ、価格的にもハイ

グレードな製品が先

鞭をつけることにな

りますが、3～4年

後には一般家庭用の

器具になっている可

能性も十分ありま

す。一日も早い実用化に向け研究開発にか

なり力を入れています。

科学の面白さを
次世代の子供たちへ

有機EL研究の面白さは、結果が目で見え

ることです。フラスコを振って合成した材

料が、うまくいったときには光り具合で瞬

時にわかります。たとえ光ったとしても―

―もちろん設計の段階ではいい材料だと信

じているわけですが――すごく光るかそこ

そこなのかは実際にやってみないとわりま

せん。そういう意味では他人から見ると苦

労しているように思われるかもしれません

が、プラモデルをつくるのと一緒で、われ

われは楽しんで実験していますからね。徹

夜することもままありますが、実験は半分、

趣味みたいなものです（笑）。加えて、基

礎研究の段階から製品化に至るまで一貫し

て立ち会えることも有機ELの醍醐味で、こ

れは大学の研究者ではかなり珍しいケース

ではないでしょうか。いま、私が抱いてい

る夢はふたつあります。有機ELでは当然な

がら、さまざまな効率を上限にまで高めた

製品を世に送り出し、それを見届けること。

そしてもうひとつは、科学の面白さを子ど

もたちに伝える教育に携わることです。こ

れからは、次の世代の人材を育てることも

私の役目ではないかと思っています。

（取材日：2008年7月30日）2

発光性の有機物が、電気の刺激を受けて光る現象を利用した有機EL。当初は薄型ディスプレイでの実用化が最
有力と考えられていたが、1993年、山形大学工学部高分子化学科の助手だった城戸淳二さんが白色発光を得
ることに成功し、照明としての用途が急浮上。ガラスの薄い板が放つ白い光は、白熱電球でも蛍光灯でもない
新しいあかりになり得ると、瞬く間に脚光を浴びることとなる。実用化を間近に控えた有機EL照明について、
“生涯有機EL一直線”を自認する城戸先生にお話を伺った。

有機EL照明の特長
１.薄い
有機層は～0.1ミクロン

２.面発光
有機発光物を蒸着させることで、
広範囲な面発光が可能

３.明るい
発光効率は現状で白熱電球程度、
理論限界は蛍光灯の2倍以上

４.曲がる
有機発光物を蒸着する基板を曲が
る材料にすることで自由に曲げら
れます

５.多彩な発光色
有機発光物の組み合わせにより、
自由な発光色を実現できます

６.低消費電力
駆動電圧は3～4V。低消費電力の
ため、実用化が進めば省エネルギ
ーに貢献

７.自然光に近い
蛍光灯のような鋭い線状のスペク
トルとは異なり、より自然なもの
の見え方をし、自然な色合いも再
現しやすい光源です。紫外線を含
まないため目にやさしく、衣類や
印刷物が褪色せず、虫が寄りつき
にくくなります

８.環境にやさしい
水銀などの有害物を含まないため
環境汚染の心配もありません
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1959年大阪府生まれ。1993年世
界で初めて白色有機ELの開発に成
功。有機EL研究・開発の第一人者
として大学で教鞭をとる傍ら、有機
エレクトロニクス研究所所長として
経済産業省や山形県などとの複数の
産官学プロジェクトのリーダーを務
め、事業化を推進する中心的役割を
果たす。

有機EL照明の仕組み
有機EL照明パネルは、ガラス基板上
に形成された有機EL素子層に伝熱・
放熱機能を備えた封止構造、さらに
はガラス基板からの光の取り出し効
率を向上させる光学フィルムなどを
組み合わせた構成になっています。
有機EL素子層はITO(透明導電膜)な
どの透明電極の上に、有機層として
正孔注入層、正孔輸送層、発光層、
電子注入・輸送層などを順次積層し
構成されます。その上にアルミニウ
ムなどの金属を積層し陰極とします。
この陽極と陰極に電圧を印可すること
で、それぞれの電極から正孔と電子が
各有機の注入、輸送層に運ばれ、発光
層内で結合します(電荷再結合)。その
結合の際に発生するエネルギーにより
発光層内の分子が励起され、励起状態
から基底状態に戻る際にこのエネルギ
ーを光として放出するため発光しま
す。
※参考:有機エレクトロニクス研究所HPより

http://www.organic-electronics.jp/about/ellight/

城戸　淳二

山形大学 大学院理工学研究科
有機デバイス工学専攻教授

（財）山形県産業技術振興機構
有機エレクトロニクス研究所 所長

「ゼロエミッションハウス」に導入された
有機ELペンダント照明『EL-Chandelier』

有機EL照明について熱く語る城戸教授
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大型風車から
小型風車の開発へ

わが国における風力発電の開発の

歴史は1978年（昭和53年）にさか

のぼります。1974年にスタートし

た国のサンシャイン計画にもとづき、

風力発電に関する研究は、当時、私

が所属していた通商産業省工業技術

院機械技術研究所（現：産総研）が主導して

行っていました。もちろんこのときは大型風

車の開発がメインで、小型風車をつくろうと

いう発想はまだありませんでした。

サンシャイン計画が終わり、国の体制も研

究開発・技術開発から支援に重点がおかれる

ようになりました。そして、NEDOが窓口と

なって技術開発やフィールドテスト、実証試

験を推進していきます。また補助金制度も成

功し、全国各地に風力発電施設が次々と立地

していったのです。

そういう背景のもとで私たちは、いくつか

の企業と共同研究を始めました。そんな折り、

1997年に起業したゼファー（株）の伊藤社長

より「世界一の小型高性能風車を開発したい」

という相談を受けることになります。大型風

車一辺倒ではなく、たとえ数kWの規模であっ

ても多くの住宅や農村に設置していければ

大きなエネルギー供給源となり、環境

対策につながるだろうと考えた私は、

小型風車の開発に本気で取り組む

ことになります。

羽根の形と材質
を探る――小型風
車開発の難しさ

実は小型風車の開発

には、技術的に難しい

ところが多々あります。

大型風車に比べ、小型風

車は風を受けて羽根が回

転し始めるための特性が大

変悪いのですが、いったん

回り始めると高い性能で運

転します。そこで、風が少

しでも吹いてきたらモーター

で初速を与え、とにかく回転させるというパ

ワーアシストを導入しました。その結果、稼

働率が向上し発電効率も良くなりました。

そこに行き着くまでにはいろいろな失敗

もありました。ゼファー（株）との共同研究

で、私は主に羽根の設計を担当しましたが、

最適な羽根の開発には約1年を要していま

す。研究開発の現場ではまず、風車に最適な

羽根の形状を設計します。次に計算で得られ

た羽根の性能をテストするため、ミニチュア

の風車をつくって風洞実験を重ねて基礎的な

知見を蓄えていきます。羽根は飛行機の翼の

ように流線型をしており、かつ、ねじれて

います。加工精度が良くないと抵抗ばかり

が増え、良い羽根にはなりならないのです

が、試作品ですからコストの問題もあり、

金属もFRP（繊維強化プラスチック）も使え

ません。やむなく直径50センチの朴の木

製の羽根で実験したのですが、出力が計算

の半分しか出ません。なるべく硬い木を使

ったのですが、風圧に耐えきれずに羽根が

反ってしまったのです（笑）。そこで今度は

アルミで作製し、計算どおりの性能が出て

実験は成功しました。羽根の材料はその後、

グラスファイバーを経て、軽量で高強度な

カーボンファイバーに至っています。

風車を車に乗せて走行試験
耐久性と安全性を確保

そして、実際の風車の直径180センチで

試そうとしたとき、問題がひとつ生じまし

た。風洞実験施設は直径

140センチまでしか対応で

きなかったのです。そこで考え出

されたのが、トラックに風車を積み、走ら

せることで風を受ける手法です。トラック

が時速120キロで走れば、風車が受ける風

はおそよ風速30m/sになります。幸い、産

総研には自動車用のテストサーキットがあ

ります。一周3.2キロのコースを一日中走

り回り、さまざまなデータを蓄積していき

ました。ここでは風速20m/s強から急停止
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1974年、東京大学工学系大学院博士課程修了、
通商産業省工業技術院機械技術研究所（現：産総
研）に入所。1978年より「サンシャイン計画」に
て大型風力発電システムの開発などに取り組む。
現在は退職し、（株）HIKARUWIND.LABを設立、
風力発電研究機関として活動を行う。IEA（国際
エネルギー機関）風力国際研究執行委員会（日本
副代表）、Global Wind Energy Council日本代
表理事を務めるとともに、経済産業省、NEDO、
（社）日本電機工業会などの風力関連委員を通じ
風力研究開発・標準化を推進している。

株式会社HIKARUWIND.LAB
代表取締役
独立行政法人
産業技術総合研究所客員研究員

松宮　

勝負するのも夢ではありません。

小型機の最大のメリットは、設置場所を

選ばないことです。安全性さえ十分に確保

されれば、ビルの屋上などいくらでも利用

場所があります。ゼファー（株）の風車は現

在も、先のテストサーキットで月に一度の

実証試験を行っており、信頼性はかなり増

しています。しかしながら、製品がある限

り、安全性の検証と技術開発は継続してい

くつもりです。

近年、日本は国際的にも注目される風車

を数多く輩出してきました。しかしわが国

は台風・落雷対応など欧米よりも高レベル

の技術が必要ですし、またクリーンな風力

電力を利用する社会的仕組みがまだまだ未

熟ですから、トータルな風力利用の体制は

欧米に遅れがあると言わざるを得ません。

風力発電に本気で取り組んでいる国は研究

機関をきちんと設け、ヒト・モノ・カネを

適材適所に投下しています。

私は日本における風力発電の研究機関を

存続させたいと願う一人です。いま私は

（株）HIKARUWIND.LABを立ち上げて、微

力ではありますがコツコツと風力発電の研

究に取り組んでいます。風力発電には騒音

の問題がつねについて回りますし、台風や

落雷などの対策も必要です。発電した電力

を系統連携していく技術も高度化していか

なければなりません。これらの課題を確実

にクリアしていかなければ、風力発電は本

当の意味で根づくことはできないでしょう。

政府は2010年度における風力発電の導

入設備容量で300万kWという目標を掲げ

ていますが（2005年3月末で約93万kW）、

その目標をよりいっそう発展させ、太陽光

発電とならぶ主要なエネルギー源になるよ

う尽力していくつもりです。そして風力発

電が大きな産業として確立していくことを

切に願っています。

（取材日2008年8月12日）

羽根の設計は、羽根の幅の分布
やねじれの分布をグラフ曲線で
あらわしていきます。

世界各国の風車（撮影：松宮 ）

初期のカリフォルニア・ウィンドフ
ァーム（1983年）

アイルランド5枚翼風車

パリ、モンマルトルの丘にある風車

させるブレーキングテストや、風速50m/s

までの連続運転など、主に耐久性や安全性

に関する実験を行っています。

性能を向上させることと同じレベルで取

り組んだのが、安全性をいかに確保するか

です。扇風機は羽根の周りをカバーで保護

していますが、風車は裸なので安全性の確

保はきわめて重要です。大型機も安全対策

が必要ですが、小型機は設置場所がより居

住区に近くなりますし、設置高も人間の身

長に近くなります。なかには扇風機と同じ

ように考えて近寄る人もいるので、安全性

には特段の配慮が求められます。

最悪のケースとしては、高速回転を続け

ることで部品が消耗・劣化し、羽根が飛ん

でしまうことも考えられます。ですから高

速回転時には回転の制御が不可欠となりま

す。大型機は強制的に低速にできる電動式

ピッチ制御システムを採用していますが、

小型機の場合はナセル（風車のボディ部）

の制約などから別の方法で制御しなくては

なりません。結果として「エアドルフィン」

では、回路側で電磁気的に制御する技術で

解決しています。

また「エアドルフィン」には、フクロウ

の独特な風切り羽根をヒントにした消音処

理技術や、川をさかのぼる魚の尾ひれをヒ

ント開発されたスウィング・ラダー（姿勢

制御用可動式尾翼）など、バイオミメティ

ック（生物模倣技術）を応用したユニーク

な技術も搭載されています。

国際競争力を持つ
日本の風車の技術確立を

「エアドルフィン」のような小型機は、量

産化が進めば、エネルギー機械として大型

機と勝負できるレベルに発展していく可能

性を持っていると思います。たとえば

1,000台稼働できれば、１MW機と対等に

「ゼロエミッションハウス」に設置されたゼファー（株）の小型風力発電機「エアドルフィン」。
松宮 氏が設計に携わったエアドルフィンは、
NEDOの支援を受けた産総研と企業の連携によって、
日本独自の材料・設計・制御技術を随所に盛り込んで誕生しました。
高強度カーボンファイバーの採用による超軽量化、フクロウの翼に学んだ低騒音化、
風速50m/sまで連続運転可能な制御技術などにより、市街地はもとより、
沿海部や山間部といった過酷な環境下でも安定した発電を実現。
現在、世界24ヶ国に設置されています。風力発電導入ガイドブック（2008年2月改定第9版）NEDOエネルギー対策推進部発行より

分類� マイクロ風車� 小型風車� 中型風車�
I II

大型風車�

分類（kW）� 1未満� 1～50未満� 50～500未満�500～1,000未満� 1,000以上�

定格容量からみた風車の分類基準

ローター直径：1.8ｍ
出力：1kw
本体質量：17.5kg

つくばコースにて自動車に風車を取り付け高速走行
して安全性の検証を行う。

ゼファー（株）
「エアドルフィン」

自然エネルギーによる電力確保
風力発電の使命

風車設計過程の性能計算例
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大型風車から
小型風車の開発へ

わが国における風力発電の開発の

歴史は1978年（昭和53年）にさか

のぼります。1974年にスタートし

た国のサンシャイン計画にもとづき、

風力発電に関する研究は、当時、私

が所属していた通商産業省工業技術

院機械技術研究所（現：産総研）が主導して

行っていました。もちろんこのときは大型風

車の開発がメインで、小型風車をつくろうと

いう発想はまだありませんでした。

サンシャイン計画が終わり、国の体制も研

究開発・技術開発から支援に重点がおかれる

ようになりました。そして、NEDOが窓口と

なって技術開発やフィールドテスト、実証試

験を推進していきます。また補助金制度も成

功し、全国各地に風力発電施設が次々と立地

していったのです。

そういう背景のもとで私たちは、いくつか

の企業と共同研究を始めました。そんな折り、

1997年に起業したゼファー（株）の伊藤社長

より「世界一の小型高性能風車を開発したい」

という相談を受けることになります。大型風

車一辺倒ではなく、たとえ数kWの規模であっ

ても多くの住宅や農村に設置していければ

大きなエネルギー供給源となり、環境

対策につながるだろうと考えた私は、

小型風車の開発に本気で取り組む

ことになります。

羽根の形と材質
を探る――小型風
車開発の難しさ

実は小型風車の開発

には、技術的に難しい

ところが多々あります。

大型風車に比べ、小型風

車は風を受けて羽根が回

転し始めるための特性が大

変悪いのですが、いったん

回り始めると高い性能で運

転します。そこで、風が少

しでも吹いてきたらモーター

で初速を与え、とにかく回転させるというパ

ワーアシストを導入しました。その結果、稼

働率が向上し発電効率も良くなりました。

そこに行き着くまでにはいろいろな失敗

もありました。ゼファー（株）との共同研究

で、私は主に羽根の設計を担当しましたが、

最適な羽根の開発には約1年を要していま

す。研究開発の現場ではまず、風車に最適な

羽根の形状を設計します。次に計算で得られ

た羽根の性能をテストするため、ミニチュア

の風車をつくって風洞実験を重ねて基礎的な

知見を蓄えていきます。羽根は飛行機の翼の

ように流線型をしており、かつ、ねじれて

います。加工精度が良くないと抵抗ばかり

が増え、良い羽根にはなりならないのです

が、試作品ですからコストの問題もあり、

金属もFRP（繊維強化プラスチック）も使え

ません。やむなく直径50センチの朴の木

製の羽根で実験したのですが、出力が計算

の半分しか出ません。なるべく硬い木を使

ったのですが、風圧に耐えきれずに羽根が

反ってしまったのです（笑）。そこで今度は

アルミで作製し、計算どおりの性能が出て

実験は成功しました。羽根の材料はその後、

グラスファイバーを経て、軽量で高強度な

カーボンファイバーに至っています。

風車を車に乗せて走行試験
耐久性と安全性を確保

そして、実際の風車の直径180センチで

試そうとしたとき、問題がひとつ生じまし

た。風洞実験施設は直径

140センチまでしか対応で

きなかったのです。そこで考え出

されたのが、トラックに風車を積み、走ら

せることで風を受ける手法です。トラック

が時速120キロで走れば、風車が受ける風

はおそよ風速30m/sになります。幸い、産

総研には自動車用のテストサーキットがあ

ります。一周3.2キロのコースを一日中走

り回り、さまざまなデータを蓄積していき

ました。ここでは風速20m/s強から急停止
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1974年、東京大学工学系大学院博士課程修了、
通商産業省工業技術院機械技術研究所（現：産総
研）に入所。1978年より「サンシャイン計画」に
て大型風力発電システムの開発などに取り組む。
現在は退職し、（株）HIKARUWIND.LABを設立、
風力発電研究機関として活動を行う。IEA（国際
エネルギー機関）風力国際研究執行委員会（日本
副代表）、Global Wind Energy Council日本代
表理事を務めるとともに、経済産業省、NEDO、
（社）日本電機工業会などの風力関連委員を通じ
風力研究開発・標準化を推進している。

株式会社HIKARUWIND.LAB
代表取締役
独立行政法人
産業技術総合研究所客員研究員

松宮　

勝負するのも夢ではありません。

小型機の最大のメリットは、設置場所を

選ばないことです。安全性さえ十分に確保

されれば、ビルの屋上などいくらでも利用

場所があります。ゼファー（株）の風車は現

在も、先のテストサーキットで月に一度の

実証試験を行っており、信頼性はかなり増

しています。しかしながら、製品がある限

り、安全性の検証と技術開発は継続してい

くつもりです。

近年、日本は国際的にも注目される風車

を数多く輩出してきました。しかしわが国

は台風・落雷対応など欧米よりも高レベル

の技術が必要ですし、またクリーンな風力

電力を利用する社会的仕組みがまだまだ未

熟ですから、トータルな風力利用の体制は

欧米に遅れがあると言わざるを得ません。

風力発電に本気で取り組んでいる国は研究

機関をきちんと設け、ヒト・モノ・カネを

適材適所に投下しています。

私は日本における風力発電の研究機関を

存続させたいと願う一人です。いま私は

（株）HIKARUWIND.LABを立ち上げて、微

力ではありますがコツコツと風力発電の研

究に取り組んでいます。風力発電には騒音

の問題がつねについて回りますし、台風や

落雷などの対策も必要です。発電した電力

を系統連携していく技術も高度化していか

なければなりません。これらの課題を確実

にクリアしていかなければ、風力発電は本

当の意味で根づくことはできないでしょう。

政府は2010年度における風力発電の導

入設備容量で300万kWという目標を掲げ

ていますが（2005年3月末で約93万kW）、

その目標をよりいっそう発展させ、太陽光

発電とならぶ主要なエネルギー源になるよ

う尽力していくつもりです。そして風力発

電が大きな産業として確立していくことを

切に願っています。

（取材日2008年8月12日）

羽根の設計は、羽根の幅の分布
やねじれの分布をグラフ曲線で
あらわしていきます。

世界各国の風車（撮影：松宮 ）

初期のカリフォルニア・ウィンドフ
ァーム（1983年）

アイルランド5枚翼風車

パリ、モンマルトルの丘にある風車

させるブレーキングテストや、風速50m/s

までの連続運転など、主に耐久性や安全性

に関する実験を行っています。

性能を向上させることと同じレベルで取

り組んだのが、安全性をいかに確保するか

です。扇風機は羽根の周りをカバーで保護

していますが、風車は裸なので安全性の確

保はきわめて重要です。大型機も安全対策

が必要ですが、小型機は設置場所がより居

住区に近くなりますし、設置高も人間の身

長に近くなります。なかには扇風機と同じ

ように考えて近寄る人もいるので、安全性

には特段の配慮が求められます。

最悪のケースとしては、高速回転を続け

ることで部品が消耗・劣化し、羽根が飛ん

でしまうことも考えられます。ですから高

速回転時には回転の制御が不可欠となりま

す。大型機は強制的に低速にできる電動式

ピッチ制御システムを採用していますが、

小型機の場合はナセル（風車のボディ部）

の制約などから別の方法で制御しなくては

なりません。結果として「エアドルフィン」

では、回路側で電磁気的に制御する技術で

解決しています。

また「エアドルフィン」には、フクロウ

の独特な風切り羽根をヒントにした消音処

理技術や、川をさかのぼる魚の尾ひれをヒ

ント開発されたスウィング・ラダー（姿勢

制御用可動式尾翼）など、バイオミメティ

ック（生物模倣技術）を応用したユニーク

な技術も搭載されています。

国際競争力を持つ
日本の風車の技術確立を

「エアドルフィン」のような小型機は、量

産化が進めば、エネルギー機械として大型

機と勝負できるレベルに発展していく可能

性を持っていると思います。たとえば

1,000台稼働できれば、１MW機と対等に

「ゼロエミッションハウス」に設置されたゼファー（株）の小型風力発電機「エアドルフィン」。
松宮 氏が設計に携わったエアドルフィンは、
NEDOの支援を受けた産総研と企業の連携によって、
日本独自の材料・設計・制御技術を随所に盛り込んで誕生しました。
高強度カーボンファイバーの採用による超軽量化、フクロウの翼に学んだ低騒音化、
風速50m/sまで連続運転可能な制御技術などにより、市街地はもとより、
沿海部や山間部といった過酷な環境下でも安定した発電を実現。
現在、世界24ヶ国に設置されています。風力発電導入ガイドブック（2008年2月改定第9版）NEDOエネルギー対策推進部発行より
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大型風車�
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定格容量からみた風車の分類基準

ローター直径：1.8ｍ
出力：1kw
本体質量：17.5kg

つくばコースにて自動車に風車を取り付け高速走行
して安全性の検証を行う。

ゼファー（株）
「エアドルフィン」

自然エネルギーによる電力確保
風力発電の使命

風車設計過程の性能計算例
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光ダクトシステムは、電気など
の人工エネルギーを使わずに自
然の光をダクトを通して運び、
室内や地下空間などの照明用光
源として使う技術である。
特徴／●太陽光をそのまま利用
●ユニット設計により設置場所
を選ばない　●密閉構造により
長期間メンテナンス不要　●全
波長成分を含むため自然の色を
享受できる

右の写真は、「ゼロエミッションハウス」の洗面所・浴室へ降り注ぐ光ダクトシステム「スカイシャワー」である。
このシステムは自然光を室内の照明に利用するための装置で、日中の照明用電力削減に貢献するばかりか
設置後11年にわたる追跡調査などで長期間メンテナンス不要を実証しているシステムである。
開発した株式会社マテリアルハウスの新井秀雄社長にお話を伺った。
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地下食堂／愛知（壁面全て光ダクト照明）

バスターミナル／大阪（光ダクト採光部）

自然光�

光ダクト�

地下一階�
待合室�

地下二階�
待合室�

光ダクトの断面図

光ダクトシステムの採光部ユニット
を説明してくれる新井社長
（同社屋上の実験施設前にて）

株式会社マテリアルハウス　取締役社長 新井　秀雄

地球環境保護のための商品開発、
工場を持たないメーカー

1947年創業の（株）マテリアルハウスは

非鉄金属素材や加工品の供給を主体とした

企業でしたが従来の経験と省エネルギー、

地球温暖化防止という社会ニーズに新しい

発想を加えて、光ダクトシステムを構築し

てきました。その経緯について新井秀雄社

長は次のように説明してくれました。

「流通卸売業の私どもが、光を捉えるこ

とに参入したのが12年前のことです。家

電や自動車など大量生産製品に使われる非

鉄金属を扱う都内の企業は、ここ10年余

りで3分の2になったといわれています。

産業構造が様変わりして、生産拠点がアジ

アの国々へと移行していったのです。そん

な中で業態変化を迫られていた時に 、（株）

日建設計さんが始めた光ダクトシステムの

プロジェクトと出会いました。

もともと特殊な材料の扱いや貿易の実績

があったことと、図面があれば社内外のネ

ットワークを駆使することで商品を作るこ

とができるビジネスモデルを持っていたこ

と、コンピュータの技術が比較的進んでい

たこともあり、いつしか材料の調達から、

システムの構築の方へ軸足を変えていくこ

とになりました」

こうして、1997年に沖縄県庁県民広場

地下駐車場の国内初の光ダクト工事に参画

しました。「全くの手探りでした。光のシ

ュミレーターのプログラムを組み、こうい

う形にすると性能が向上すると提案、設計

し納入させていただきました。その後、

11年間にわたり納入したシステムの経過

観察を実施しました。こうして貴重なデー

タを蓄積することができたのです。それは、

京都議定書の話が出る少し前のことです」

NEDOプロジェクトで深まった知見
太陽だけでなく全天空を捉える技術

「NEDOプロジェクトとの関わりは、食

用植物を工場で作るという技術開発の共同

研究で参画した時です。自然光を使うこと

で電力消費エネルギーを削減する研究があ

り模型実験をしながらシュミレーターをグ

レードアップする担当を引き受けていった

のが始まりです。従来は太陽から直接届く

光を対象としていたものを、全天空を反映

させる光の計算を取り入れることで、シュ

ミレーターのレベルを格段に向上させるこ

とにつながりました。「ゼロエミッション

ハウス」に納入した「スカイシャワー」も

「木漏れ日」もこの時の高精度シュミレータ

ーの実績の恩恵によるものです。電気を使

わずに、自然光だけで採光システムを作る

という私どもの取り組みは、現在では、太

陽の位置が変わっても照射位置が変わらな

い「指向性光ダクト」の開発にまで到達す

ることができました」と語る新井社長に開

発アイデアの秘密を伺うと「工場を持たな

いから自由な発想ができる」との明快な答

えが返ってきました。

社会のあらゆるところへ
光ダクトシステムを

「例えば道路トンネルへの利用ですね。

昼間、眩しい所からトンネルへ入った瞬間

に目が慣れないと事故につながりますか

ら、緩和照明をトンネルの出入り口に設置

していますが、大きな電力を消費していま

す。緩和照明は、曇りの時や夜間は不要で

すから光ダクトに適した環境にあります。

安全の実証が取れていくのなら、大いに省

エネに貢献するテーマです。

人にやさしい快適な照明であることから

病院やホテルなどへの活用も期待されてい

ます。大阪の地下鉄駅に「木漏れ日」が採用

され、地下深くに太陽のやわらかい光が注

ぐこととなりました。こうした公共の場で、

大量に消費されてきたエネルギーを削減し

ていくことができるなら地球温暖化防止を

推進していくことができるものと考えてい

ます」と語る新井社長の瞳には、次なる光

が差し込んでいるようでした。

（取材日2008年8月6日）

究極の自然採光システム
光が届かないところまで自然光が 降り注ぐ技術
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源として使う技術である。
特徴／●太陽光をそのまま利用
●ユニット設計により設置場所
を選ばない　●密閉構造により
長期間メンテナンス不要　●全
波長成分を含むため自然の色を
享受できる

右の写真は、「ゼロエミッションハウス」の洗面所・浴室へ降り注ぐ光ダクトシステム「スカイシャワー」である。
このシステムは自然光を室内の照明に利用するための装置で、日中の照明用電力削減に貢献するばかりか
設置後11年にわたる追跡調査などで長期間メンテナンス不要を実証しているシステムである。
開発した株式会社マテリアルハウスの新井秀雄社長にお話を伺った。

12 13

地下食堂／愛知（壁面全て光ダクト照明）

バスターミナル／大阪（光ダクト採光部）

自然光�

光ダクト�

地下一階�
待合室�

地下二階�
待合室�

光ダクトの断面図

光ダクトシステムの採光部ユニット
を説明してくれる新井社長
（同社屋上の実験施設前にて）

株式会社マテリアルハウス　取締役社長 新井　秀雄

地球環境保護のための商品開発、
工場を持たないメーカー

1947年創業の（株）マテリアルハウスは

非鉄金属素材や加工品の供給を主体とした

企業でしたが従来の経験と省エネルギー、

地球温暖化防止という社会ニーズに新しい

発想を加えて、光ダクトシステムを構築し

てきました。その経緯について新井秀雄社

長は次のように説明してくれました。

「流通卸売業の私どもが、光を捉えるこ

とに参入したのが12年前のことです。家

電や自動車など大量生産製品に使われる非

鉄金属を扱う都内の企業は、ここ10年余

りで3分の2になったといわれています。

産業構造が様変わりして、生産拠点がアジ

アの国々へと移行していったのです。そん

な中で業態変化を迫られていた時に 、（株）

日建設計さんが始めた光ダクトシステムの

プロジェクトと出会いました。

もともと特殊な材料の扱いや貿易の実績

があったことと、図面があれば社内外のネ

ットワークを駆使することで商品を作るこ

とができるビジネスモデルを持っていたこ

と、コンピュータの技術が比較的進んでい

たこともあり、いつしか材料の調達から、

システムの構築の方へ軸足を変えていくこ

とになりました」

こうして、1997年に沖縄県庁県民広場

地下駐車場の国内初の光ダクト工事に参画

しました。「全くの手探りでした。光のシ

ュミレーターのプログラムを組み、こうい

う形にすると性能が向上すると提案、設計

し納入させていただきました。その後、

11年間にわたり納入したシステムの経過

観察を実施しました。こうして貴重なデー

タを蓄積することができたのです。それは、

京都議定書の話が出る少し前のことです」

NEDOプロジェクトで深まった知見
太陽だけでなく全天空を捉える技術

「NEDOプロジェクトとの関わりは、食

用植物を工場で作るという技術開発の共同

研究で参画した時です。自然光を使うこと

で電力消費エネルギーを削減する研究があ

り模型実験をしながらシュミレーターをグ

レードアップする担当を引き受けていった

のが始まりです。従来は太陽から直接届く

光を対象としていたものを、全天空を反映

させる光の計算を取り入れることで、シュ

ミレーターのレベルを格段に向上させるこ

とにつながりました。「ゼロエミッション

ハウス」に納入した「スカイシャワー」も

「木漏れ日」もこの時の高精度シュミレータ

ーの実績の恩恵によるものです。電気を使

わずに、自然光だけで採光システムを作る

という私どもの取り組みは、現在では、太

陽の位置が変わっても照射位置が変わらな

い「指向性光ダクト」の開発にまで到達す

ることができました」と語る新井社長に開

発アイデアの秘密を伺うと「工場を持たな

いから自由な発想ができる」との明快な答

えが返ってきました。

社会のあらゆるところへ
光ダクトシステムを

「例えば道路トンネルへの利用ですね。

昼間、眩しい所からトンネルへ入った瞬間

に目が慣れないと事故につながりますか

ら、緩和照明をトンネルの出入り口に設置

していますが、大きな電力を消費していま

す。緩和照明は、曇りの時や夜間は不要で

すから光ダクトに適した環境にあります。

安全の実証が取れていくのなら、大いに省

エネに貢献するテーマです。

人にやさしい快適な照明であることから

病院やホテルなどへの活用も期待されてい

ます。大阪の地下鉄駅に「木漏れ日」が採用

され、地下深くに太陽のやわらかい光が注

ぐこととなりました。こうした公共の場で、

大量に消費されてきたエネルギーを削減し

ていくことができるなら地球温暖化防止を

推進していくことができるものと考えてい

ます」と語る新井社長の瞳には、次なる光

が差し込んでいるようでした。

（取材日2008年8月6日）

究極の自然採光システム
光が届かないところまで自然光が 降り注ぐ技術
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２００８年５月２３日から２６日の４日間、神戸市立中央

体育館にて、兵庫県、神戸市、環境省、経済産業省、関係団

体などが中心となり「Ｇ８環境大臣会合－環境フェアin Ｋ

ＯＢＥ－」が開催されました。“神戸発で、日本全国へ、世

界へ！環境についての理解と認識を深めるフェアを開催し、

発信しよう！”をテーマに、環境に関わる技術開発や啓発活

動に積極的に取り組む企業、研究機関、市民団体から多くの

出展があり、４日間で約５万人の方々が来場し大盛況となり

ました。また、同時期に開催されるG8環境大臣会合に参加

する各国の環境大臣ならびに環境省関係者が会場を訪れ、日

本の環境技術をアピール出来る絶好の機会となりました。

ＮＥＤＯは、太陽光発電、光触媒利用技術、超電導技術、

有機ＥＬ照明技術などを紹介し、様々な新エネ・省エネ・環

境技術について、子供から大人まで幅広く関心を持っていた

だくことができました。

ＮＥＤＯは、２００８年７月２日（水）、札幌で北海道洞爺

湖サミット協同企画　雪氷エネルギー国際シンポジウム『地

球温暖化を救う、雪氷エネルギー』を開催しました。
今回は洞爺湖サミット開催の地である北海道にて、北海道

ならではの新エネルギー「雪氷」のシンポジウムということ
で、６００名を超えるお客様がいらっしゃり、北海道の方々
の環境への関心の高さがうかがえました。
シンポジウムはＮＥＤＯの山本副理事長の挨拶にはじまり、

来賓として荻原健司経済産業大臣政務官、嵐田昇北海道副知
事からご挨拶を頂きました。コーディネーターは評論家とし

てテレビなどでもおなじみの木元教子さん。木元さんはＮＰ
Ｏ法人雪氷環境プロジェクトの会長でもいらっしゃいます。
シンポジウムの第一部は大学の先生方によるプレゼンテ

ーション、第二部はパネルディスカッションという流れで、
特にパネルディスカッションでは、荻原健司政務官と共に
「雪氷コンビ」とも称される橋本聖子日本スケート連盟会
長・参議院議員や、枝廣淳子環境ジャーナリスト、スウ
ェ－デンのボウ・ノルデル、ルレオ工科大学教授などによ
る活発な意見交換が行われました。ノルデル教授からはス
ウェーデンの病院で、雪が溶けた冷水を循環させて冷房さ
せている例の紹介や、諸外国の中ではカナダやアメリカの
政府が雪氷の利用にも熱心に取り組んでいるというお話し
がありました。また、作家の神津カンナさんからは日本人
の雪や氷に対する感覚として枕草子を引用されたお話しが
ありました。橋本さんは北海道出身の立場から、道内では

以前は氷室が当たり前にあり、雪国ならではの知恵が活かさ
れていた点について、枝廣さんからは東京に住んでいる人た
ち用にも自分たちの食べる食料を保存しておくための「マイ
氷室」はどうだろうかという提案がありました。北海道立北
方民族博物館館長の谷本さんからは
北極海のシロクマやアザラシなどの
動物の危機についてのお話しがあ
り、議論は多岐にわたり、大変興味
深いものとなりました。
また、今回はシンポジウム会場内

に高校生が考案したという、雪氷に
よる簡易冷房機が置かれました。簡
易冷房機の中には本物の雪氷が入れ
られ、休憩時間などにお客様がその
涼しさを楽しまれていました。

２００８年７月２日（水）札幌　北海道洞爺湖サミット協同企画

北海道大学大学院農学研究院環境
資源学部門教授。農学博士。
自然エネルギー利用（雪氷冷熱）、
農業気象学、陸水物理学、農業施
設環境学を専門に研究している。

プレゼンテータ－媚山 政良
室蘭工業大学機械システム工学科
熱流体講座熱エネルギー工学研究
室教授。85年より雪の保存と利
用について研究しており、道内各
所にて「氷室型農産物長期貯蔵庫」
等の建設に携わる。

プレゼンテータ－土谷 富士夫
帯広畜産大学地域環境学研究部門
教授。主な研究テーマは、凍結凍
上学：寒冷地の地下水を増やす環
境にやさしい透水性舗装と凍結凍
上の関係、雪氷工学：冷熱エネル
ギーを使用した電気のいらない潜
熱畜熱と農産物貯蔵など。

プレゼンテータ－濱田 靖弘
北海道大学大学院工学研究科空間
性能システム専攻准教授。研究分
野は建築環境・設備、環境技術、
エネルギー学。日本冷凍空調学会
優秀講演賞「国土数値情報を用い
た地下帯水層熱利用の導入可能性
評価」等、学術関係の受賞多数。

パネリストボウ・ノルデル
ルレオ工科大学教授。再生可能エ
ネルギー研究グループリーダーを
務め、主に熱エネルギー貯蔵、雪
氷利用、地球温暖化対策等の分野
に取り組んでおり、大規模冷熱貯
蔵のための雪氷利用に世界的に著
名な研究業績を有する。

パネリスト枝廣 淳子
環境ジャーナリスト。東京大学大
学院教育心理学専攻修士課程修
了。2つの会社を経営する傍ら執
筆、講演、翻訳、環境NGO運営
など、環境を軸に活躍中。首相の
「地球温暖化問題に関する懇談会」
メンバー、21世紀環境立国戦略
特別部会委員などを務める。

パネリスト神津 カンナ
作家。東洋英和女学院卒業後、渡
米。アメリカのサラ・ローレン
ス・カレッジにおいて、演劇を学
ぶ。執筆活動の他、テレビ、ラジ
オの出演、講演、また、公的機関
や民間団体の審議委員なども数多
く務めて精力的に活動。

パネリスト谷本 一之
北海道立北方民族博物館館長。北
海道大学大学院教育学研究科修士
課程修了後現北海道教育大学に勤
務、学長就任後は海外の多数の大
学と学術・文化交流を促進、北海
道の国際交流活動の発展に寄与。

パネリスト橋本 聖子
参議院議員、元オリンピック日本
代表（スピードスケート、自転車
競技）。参議院環境委員会理事、
参議院食育調査会副会長、北方領
土問題対策協会評議員、北海道サ
イクリング協会会長等数々の役職
を持ち、幅広く活躍中。

コーディネーター木元 教子
評論家・ジャーナリスト。立教大学
法学部卒業。評論活動を中心に情報
番組等のコメンテーターをはじめ、
講演、執筆およびシンポジウムのプ
ロデュースを行う。経済産業省資源
エネルギー庁総合資源エネルギー調
査会委員として、新エネ、省エネ、
原子力各部会委員他公職を務める。

NEDO副理事長
山本 隆彦

経済産業大臣政務官
荻原 健司

北海道副知事　
嵐田 昇

沼田式
雪冷房装置

２００８年６月１９日から２１日の３日間、札幌ドーム

にて「北海道洞爺湖サミット記念・環境総合展２００８」

が開催されました。７月７日から９日の北海道洞爺湖サミ

ットの開催を機に、環境産業の最先端技術・最新情報の発

信、環境問題への取り組み、さらに環境に対する意識の向

上を促進するため、北海道内外から多くの企業・団体等が

出展しました。さらに著名人による講演・フォーラム、ト

ークショーや来場者が参加できる体験コーナーなど多彩な

催しが企画され、会期中は目標を上回る約８万３千人もの

来場者で賑わいました。

ＮＥＤＯは、今年の３月まで札幌市の市電の営業路線で

試験走行されていたハイブリッド路面電車「Hi-tram」の

パネルやビデオ放映、実証研究中の稚内市のメガソーラー

プロジェクトのジオラマなどを展示、中でも北海道の自然

エネルギーの取り組みを紹介した「New Energy  in

Hokkaido 自然エネルギーと共生する大地　北海道」の

ＤＶＤやパンフレットへの反響が大きく、来場者の方々の

地元への関心の強さが伺えました。

NEDO北海道支部では
「北海道新エネルギーマップ２００８」を制作しています

シンポジウム当日にも皆様に配布し、木元さんからも大変わかりやすいとご紹介いただきました。NEDOのHPからダウンロードい
ただけますので、是非お住まいの近くにある新エネルギーを探してみてください。 検　索ＮＥＤＯ　新エネルギーマップくわしくはこちらへ

※所属・役職は2008年7月2日時点のものです。
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２００８年５月２３日から２６日の４日間、神戸市立中央

体育館にて、兵庫県、神戸市、環境省、経済産業省、関係団

体などが中心となり「Ｇ８環境大臣会合－環境フェアin Ｋ

ＯＢＥ－」が開催されました。“神戸発で、日本全国へ、世

界へ！環境についての理解と認識を深めるフェアを開催し、

発信しよう！”をテーマに、環境に関わる技術開発や啓発活

動に積極的に取り組む企業、研究機関、市民団体から多くの

出展があり、４日間で約５万人の方々が来場し大盛況となり

ました。また、同時期に開催されるG8環境大臣会合に参加

する各国の環境大臣ならびに環境省関係者が会場を訪れ、日

本の環境技術をアピール出来る絶好の機会となりました。

ＮＥＤＯは、太陽光発電、光触媒利用技術、超電導技術、

有機ＥＬ照明技術などを紹介し、様々な新エネ・省エネ・環

境技術について、子供から大人まで幅広く関心を持っていた

だくことができました。

ＮＥＤＯは、２００８年７月２日（水）、札幌で北海道洞爺

湖サミット協同企画　雪氷エネルギー国際シンポジウム『地

球温暖化を救う、雪氷エネルギー』を開催しました。
今回は洞爺湖サミット開催の地である北海道にて、北海道

ならではの新エネルギー「雪氷」のシンポジウムということ
で、６００名を超えるお客様がいらっしゃり、北海道の方々
の環境への関心の高さがうかがえました。
シンポジウムはＮＥＤＯの山本副理事長の挨拶にはじまり、

来賓として荻原健司経済産業大臣政務官、嵐田昇北海道副知
事からご挨拶を頂きました。コーディネーターは評論家とし

てテレビなどでもおなじみの木元教子さん。木元さんはＮＰ
Ｏ法人雪氷環境プロジェクトの会長でもいらっしゃいます。
シンポジウムの第一部は大学の先生方によるプレゼンテ

ーション、第二部はパネルディスカッションという流れで、
特にパネルディスカッションでは、荻原健司政務官と共に
「雪氷コンビ」とも称される橋本聖子日本スケート連盟会
長・参議院議員や、枝廣淳子環境ジャーナリスト、スウ
ェ－デンのボウ・ノルデル、ルレオ工科大学教授などによ
る活発な意見交換が行われました。ノルデル教授からはス
ウェーデンの病院で、雪が溶けた冷水を循環させて冷房さ
せている例の紹介や、諸外国の中ではカナダやアメリカの
政府が雪氷の利用にも熱心に取り組んでいるというお話し
がありました。また、作家の神津カンナさんからは日本人
の雪や氷に対する感覚として枕草子を引用されたお話しが
ありました。橋本さんは北海道出身の立場から、道内では

以前は氷室が当たり前にあり、雪国ならではの知恵が活かさ
れていた点について、枝廣さんからは東京に住んでいる人た
ち用にも自分たちの食べる食料を保存しておくための「マイ
氷室」はどうだろうかという提案がありました。北海道立北
方民族博物館館長の谷本さんからは
北極海のシロクマやアザラシなどの
動物の危機についてのお話しがあ
り、議論は多岐にわたり、大変興味
深いものとなりました。
また、今回はシンポジウム会場内

に高校生が考案したという、雪氷に
よる簡易冷房機が置かれました。簡
易冷房機の中には本物の雪氷が入れ
られ、休憩時間などにお客様がその
涼しさを楽しまれていました。

２００８年７月２日（水）札幌　北海道洞爺湖サミット協同企画

北海道大学大学院農学研究院環境
資源学部門教授。農学博士。
自然エネルギー利用（雪氷冷熱）、
農業気象学、陸水物理学、農業施
設環境学を専門に研究している。

プレゼンテータ－媚山 政良
室蘭工業大学機械システム工学科
熱流体講座熱エネルギー工学研究
室教授。85年より雪の保存と利
用について研究しており、道内各
所にて「氷室型農産物長期貯蔵庫」
等の建設に携わる。

プレゼンテータ－土谷 富士夫
帯広畜産大学地域環境学研究部門
教授。主な研究テーマは、凍結凍
上学：寒冷地の地下水を増やす環
境にやさしい透水性舗装と凍結凍
上の関係、雪氷工学：冷熱エネル
ギーを使用した電気のいらない潜
熱畜熱と農産物貯蔵など。

プレゼンテータ－濱田 靖弘
北海道大学大学院工学研究科空間
性能システム専攻准教授。研究分
野は建築環境・設備、環境技術、
エネルギー学。日本冷凍空調学会
優秀講演賞「国土数値情報を用い
た地下帯水層熱利用の導入可能性
評価」等、学術関係の受賞多数。

パネリストボウ・ノルデル
ルレオ工科大学教授。再生可能エ
ネルギー研究グループリーダーを
務め、主に熱エネルギー貯蔵、雪
氷利用、地球温暖化対策等の分野
に取り組んでおり、大規模冷熱貯
蔵のための雪氷利用に世界的に著
名な研究業績を有する。

パネリスト枝廣 淳子
環境ジャーナリスト。東京大学大
学院教育心理学専攻修士課程修
了。2つの会社を経営する傍ら執
筆、講演、翻訳、環境NGO運営
など、環境を軸に活躍中。首相の
「地球温暖化問題に関する懇談会」
メンバー、21世紀環境立国戦略
特別部会委員などを務める。

パネリスト神津 カンナ
作家。東洋英和女学院卒業後、渡
米。アメリカのサラ・ローレン
ス・カレッジにおいて、演劇を学
ぶ。執筆活動の他、テレビ、ラジ
オの出演、講演、また、公的機関
や民間団体の審議委員なども数多
く務めて精力的に活動。

パネリスト谷本 一之
北海道立北方民族博物館館長。北
海道大学大学院教育学研究科修士
課程修了後現北海道教育大学に勤
務、学長就任後は海外の多数の大
学と学術・文化交流を促進、北海
道の国際交流活動の発展に寄与。

パネリスト橋本 聖子
参議院議員、元オリンピック日本
代表（スピードスケート、自転車
競技）。参議院環境委員会理事、
参議院食育調査会副会長、北方領
土問題対策協会評議員、北海道サ
イクリング協会会長等数々の役職
を持ち、幅広く活躍中。

コーディネーター木元 教子
評論家・ジャーナリスト。立教大学
法学部卒業。評論活動を中心に情報
番組等のコメンテーターをはじめ、
講演、執筆およびシンポジウムのプ
ロデュースを行う。経済産業省資源
エネルギー庁総合資源エネルギー調
査会委員として、新エネ、省エネ、
原子力各部会委員他公職を務める。

NEDO副理事長
山本 隆彦

経済産業大臣政務官
荻原 健司

北海道副知事　
嵐田 昇

沼田式
雪冷房装置

２００８年６月１９日から２１日の３日間、札幌ドーム

にて「北海道洞爺湖サミット記念・環境総合展２００８」

が開催されました。７月７日から９日の北海道洞爺湖サミ

ットの開催を機に、環境産業の最先端技術・最新情報の発

信、環境問題への取り組み、さらに環境に対する意識の向

上を促進するため、北海道内外から多くの企業・団体等が

出展しました。さらに著名人による講演・フォーラム、ト

ークショーや来場者が参加できる体験コーナーなど多彩な

催しが企画され、会期中は目標を上回る約８万３千人もの

来場者で賑わいました。

ＮＥＤＯは、今年の３月まで札幌市の市電の営業路線で

試験走行されていたハイブリッド路面電車「Hi-tram」の

パネルやビデオ放映、実証研究中の稚内市のメガソーラー

プロジェクトのジオラマなどを展示、中でも北海道の自然

エネルギーの取り組みを紹介した「New Energy  in

Hokkaido 自然エネルギーと共生する大地　北海道」の

ＤＶＤやパンフレットへの反響が大きく、来場者の方々の

地元への関心の強さが伺えました。

NEDO北海道支部では
「北海道新エネルギーマップ２００８」を制作しています

シンポジウム当日にも皆様に配布し、木元さんからも大変わかりやすいとご紹介いただきました。NEDOのHPからダウンロードい
ただけますので、是非お住まいの近くにある新エネルギーを探してみてください。 検　索ＮＥＤＯ　新エネルギーマップくわしくはこちらへ

※所属・役職は2008年7月2日時点のものです。
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お問い合わせ
研究評価広報部広報室
TEL：044－520－5151，
5159（直通）

こちらからご覧になれます

オープニング
曲：Wonderland
広大な宇宙から地球、北海道の限りなく
明るい未来をイメージ。

北海道紹介
曲：水上の音楽（ヘンデル）
北海道の大自然と人間の作り上げた文化
との融合をイメージ。

風力
曲：MY LORD OF OXENFORD'S
MASQUE（ウィリアム・バード）
風という目に見えない力を軽快にイメージ。

太陽光
曲：ブランデンブルグ交響曲（バッハ）
暖かく優しく包み込む太陽の光をイメージ。

パート毎に繰り広げられる最新映像と名曲により
「自然エネルギーと共生する大地、北海道」をご堪能ください。

雪景色にそびえる風車や、

国内最大級の太陽光発電など、

空撮で捉えた美しい北海道の姿が

映像になりました。

雪氷
曲：シャンペンポルカ（ヨハン・シュトラウス）
大自然の雪、氷と人間（文明）が共存しながら
エネルギーへと変換していく様を軽快に表現。

バイオマス

曲：ホルベルグ組曲（グリーグ）
自然を破壊せず環境に配慮したテクノロ
ジーを軽快に表現。

ノルディック大会～札幌駅～公社エ
ネルギーセンター
曲：チェコ組曲（ドヴォルザーク）
テクノロジーと自然の共存をより身近な事象
として扱うパートを威厳に満ちた音楽で構成。

エンディング
曲：EARTH ADVENTURE
最後の締めくくりにふさわしく、大自然と
テクノロジーの共存を雄大に力強く表現。

DDVVDD
カラー
10分58秒

イベントに
学校教育に
社員研修に
ご利用下さい。

検　索NEDO広報ビデオくわしくはこちらへ




